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平成 31 年２月 13 日

高知県内医療機関長 様

高知県健康政策部健康対策課長

（ 公 印 省 略 ）

平成 30年度高知県緩和ケアフォローアップ研修会の開催について

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、厚生労働省の研修会開催指針に基づき開催されております「がん等の診療に携わる医師等

に対する緩和ケア研修会」修了医師及びその他医療従事者を対象とした「平成 30 年度高知県緩和

ケアフォローアップ研修」を別添実施要領のとおり開催いたします。

この研修は、がん等の診療に携わる医師及びその他医療従事者に、緩和ケアについて相互に学び

を深め、実際に診療場面で活かせる内容を継続的に習得していただく機会とすることで、がん患者

やその家族ががんと診断された時から適切な緩和ケアの提供を受け、可能な限り苦痛のない質の高

い治療・療養生活を送れることを目的として開催します。

つきましては、がん等の診療に携わる医師及びその他医療従事者の研修への参加についてご配慮

くださいますようお願いいたします。

なお、貴院にご所属の医師で、平成 29 年度までの「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研

修会」を修了しており、厚生労働省が配布をしている修了者バッジを受取っていない方がいらっし

ゃいましたら、下記の窓口で配布されていますので申込をお願いいたします。

平成 30 年度以降は、研修修了者へは修了証書の発行のみとなっております。

記

１ 平成 30年度高知県緩和ケアフォローアップ研修会

詳細は、別添実施要領でご確認ください。

フォローアップ研修会の申込方法等の詳しいお問い合わせにつきましては、高知大学医学部・病院

事務部 研究推進室 企画係までお問い合わせください。

高知大学医学部・病院事務部 研究推進室 企画係

Tel:088-880-2180 Fax:088-880-2227 E-mail:is21@kochi-u.ac.jp

２ がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了者バッジについて

下記のホームページに配布用の窓口が設置されています。※申込期限：平成 31年３月 15 日（金）

日本緩和医療学会 厚生労働省委託事業緩和ケア普及啓発ホームページ

『緩和ケア.net』（緩和ケア研修会修了者バッジ配布に関するご案内ページ）

URL：http://www.jspm.ne.jp/kanwa/obp_badge/entry/guide.html

日程 主催者及び研修予定会場

平成 31 年３月３日（日）

13：00～16：30

主催：高知県

会場：高知大学医学部 看護学科棟

高知県健康政策部健康対策課

がん・企画担当 矢野・林

Tel:088-823-9674 Fax:088-873-9941
E-mail:130401@ken.pref.kochi.lg.jp

Tel:088-823-9674


平成 30 年度高知県緩和ケアフォローアップ研修 実施要領

1. 目 的 がん診療に携わる医師が緩和ケアについて継続的に習得できる機会を確保す

ることで、がん患者やその家族ががんと診断されて時から質の高い緩和ケア

の提供を継続して受けることができるようにする。

2. 実施主体 高知県

実施機関 高知大学医学部附属病院

3. 研修企画者 高知大学医学部附属病院 緩和ケアセンター長 北岡智子

4. 開催日時 平成 31年 3月 3日（日）13：00～16：30（受付 12：30～）

5. 研修会場 高知大学医学部 看護学科棟 （南国市岡豊町小蓮）

6. 対 象 次の要件を満たす者

「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会」修了医師

（医療従事者）

7. 定 員 20 名

8. 研修内容 日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト作成の追加モジュールを使用し

プログラム（別紙 1）のとおり実施します。

追加モジュールとは、特に End-of-Life Care について緩和ケアの現場で実際

に困っていることを話し合い解決していく方法を学ぶためのツールとして開

発されたものです。厚生労働省の開催指針に基づく、「がん等の診療に携わる

医師等に対する緩和ケア研修会」の不足部分を補うことも目的としています。

9. 修 了 証 研修修了者には、高知県知事から修了証を交付します。

10. 参 加 費 無料

11. 申込方法 （1）受講申込書（別紙 2）に「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ

ア研修会」の修了証書の写しを添付のうえ、FAX で申し込んでくださ

い。

（2）申込先

高知大学医学部・病院事務部 研究推進室 企画係 岡村

FAX：０８８－８８０－２２２７

（3）申込締切 平成 31 年 2 月 25 日（月）

12. 受講決定 圏域、所属等を考慮して決定します。

13. 決定通知 平成 31年 2月 27 日（水）にメールで本人宛に決定通知を行います。



(別紙1）

開始時間 終了時間 所要時間（分） 内容 対応する開催指針の形式

12:30 13:00 30 受付

13:00 13:10 10 緩和ケア研修会の開催にあたって

14:40 14:50 10 休憩

16:20 16:30 10 ふりかえ・まとめ

阿波谷　敏英 ：高知大学医学部家庭医療学講座　教授

北岡　智子 ：高知大学医学部附属病院　麻酔科

掛田　恭子 ：高知大学医学部附属病院　精神科

北岡　智子 ：高知大学医学部附属病院　麻酔科

原田　千枝 ：高知大学医学部附属病院　看護部　教育担当副看護部長

佐々木牧子 ：高知大学医学部附属病院　緩和ケア認定看護師

藤原　キミ ：高知大学医学部附属病院　乳がん看護認定看護師

橋田　和佳 ：高知大学医学部附属病院　薬剤部　薬務室長

平成30年度　高知県緩和ケアフォローアップ研修会　

開催日程：平成３１年３月３日(日)

開催場所：高知大学医学部附属病院　看護学科棟

対象：がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会を修了した医師等（医療従事者）　20名

プログラム

講師

ファシリテーター

13:10 14:40 90
M-12

アドバンス・ケア・プランニング
講義

　ロールプレイ

14:50 16:20 90
M-14

苦痛緩和のための鎮静
グループ演習　　　　　　　　
ロールプレイ



（別紙 2）

送付先：高知大学医学部・病院事務部 研究推進室

FAX :０８８－８８０－２２２７

申込期限：平成 31 年 2 月 25 日（月）

平成 30 年度高知県緩和ケアフォローアップ研修会

参加申込書
開催日時： 平成 31年 3月 3日（日）13：00～16：30（受付 12：30～）

研修会場： 高知大学医学部 看護学科棟 （南国市岡豊町小蓮）

主 催： 高知県

実施機関： 高知大学医学部附属病院

氏名 年齢 歳

所属施設 役職

所属部署（専門科）

臨床経験 年 緩和医療経験 年

連絡先住所（施設・自宅）〒

電話番号 / FAX 番号

E-mail

※ 添付書類「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」修了証（写）

または 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会」修了証（写）

お問い合わせ先：高知大学医学部・病院事務部 研究推進室 企画係 岡村

〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮

E-mail: is21@kochi-u.ac.jp ・TEL:088-880-2180 ・FAX:088-880-2227


